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（１）水産資源の状況について
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（３）広域資源管理の検討状況について

（４）その他
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６．議事内容

開 会

○事務局（中田）

それでは、定刻になりましたので、ただいまから日本海・九州西広域漁業調整委員会第20
回日本海北部会を開催いたします。

委員の皆さんにおかれましては、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございま

す。

私は、本部会の事務局を務めます新潟漁業調整事務所の中田と申します。よろしくお願

いします。

まず最初に、委員の交代についてご報告申し上げます。

海区互選委員で山形県の齋藤委員が退任され、後任に加藤委員が、同じく富山県の上野

委員が退任され、その後任に魚崎委員がそれぞれ選任されておりますが、加藤委員は本日

都合により欠席ですので、魚崎委員に簡単にごあいさつをお願いいたします。

○魚崎委員

富山海区の魚崎と申します。初めてでございますので、よろしくお願いいたします。

○事務局（中田）

どうもありがとうございました。

続きまして、本日の出席状況ですけれども、加藤委員、小坂委員、潮田委員の３名が欠

席でございますが、部会事務規程第５条に基づきまして、過半数の出席がございますので

本部会は成立していることをご報告いたします。

また、水産総合研究センターからは北海道区水産研究所資源管理部檜山部長、それから

日本海区水産研究所資源管理部浅野部長にご出席いただいておりますので、あわせてご報

告いたします。

それでは、これからの議事進行を橋本部会長にお願いいたしたいと思います。

橋本部会長、よろしくお願いいたします。

○橋本部会長

どうも本日はお忙しい中、委員の各位におかれましてはご出席を賜りまして、まことに

ありがとうございます。

また、水産庁からは、熊谷管理課長、保科資源管理推進室長ほか多数事務局が出席して

おります。

まず初めに、これまでこの日本海北部会の部会長職務代理者を務めていただいていた、

齋藤委員が退任されたため、部会長職務代理者を選出する必要がございます。

日本海北部会事務規程第３条の規定に基づきまして、委員の中から互選することになっ

ておりますので、どなたか立候補もしくはご推薦される方はございますでしょうか。

中川委員、どうぞ。

○中川委員

大臣選任委員の中川でございます。部会長代理の推薦について申し上げます。

部会長代理に関しましては、最も古くからこの北部会に継続してご出席され、当日本海
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北部海域の漁業情勢にも大変詳しい、新潟県の小田委員を推薦いたします。

よろしくお願いいたします。

○橋本部会長

ありがとうございます。ただいま中川委員から新潟の小田委員を部会長職務代理者とし

てご就任いただいてはどうかというご発言がございましたが、皆様いかがでございましょ

うか。よろしいですか。

（「異議なし」の声あり）

○橋本部会長

ありがとうございます。

それでは、小田委員に部会長職務代理者をお願いしたいと思います。

それでは、部会長職務代理者に就任していただきます小田委員に、一言ごあいさつをい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。

○小田委員

皆様、ただいまご推薦をいただきました新潟海区の小田でございます。

微力ながら務めさせていただきます。皆様方のご協力のほど、よろしくお願い申し上げ

まして、簡単ではありますがあいさつをいたします。本当によろしくお願いします。

○橋本部会長

小田委員 ありがとうございました。

次に、本日のこの北部会の議題といたしましては、当海域に関連するスケトウダラ、マ

ガレイ、ハタハタの資源の状況についてというのが１番目でございます。

それから、これら３魚種に対する本年度24年度の資源管理の取組状況についてというの
が２つ目でございます。

それから３つ目としては、広域資源管理の検討状況についてと。

それから４番目にその他ということで、予定をさせていただいております。

よろしくご審議の方をお願いしたいと思います。

それでは議事に入ります前に事務局から資料の確認をお願いいたします。

○事務局（佐藤）

事務局を務めます新潟漁業調整事務所の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。

それでは皆様のお手元にある配付資料の確認をさせていただきます。

まず、「本日の議事次第」が一番最初にございます。その次に「委員名簿」、次に「配席

図」、その次に今会議の「出席者名簿」がございます。

次に資料番号を右肩につけていますが、議題（１）の資料といたしまして、資料１の横

表。マガレイ、ハタハタ、スケトウダラの資源評価ダイジェスト版でカラー刷りのものを

順に資料１－１、１－２、１－３がございます。

議題（２）の資料といたしまして、資料２「日本海北部マガレイ、ハタハタの広域資源

管理について」、資料３－１と３－２で「スケトウダラ日本海北部系群の広域資源管理」が

あります。最後に日本海北部会の事務規程として両面１枚のものを配付してございます。

以上ですが何か不足している資料がございましたら事務局までお申しつけください。

○橋本部会長
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ありがとうございました。

それでは議事に入ります前に、いつものことではございますが、部会事務規程第11条の
規定によりまして、後日まとめられます本部会の議事録の署名人を選出しておく必要がご

ざいます。

このことにつきましては、部会長の私から２人以上指名するということとなっておりま

すので、毎度僣越ではございますが、私から指名させていただきます。

今回のこの北部会議事録の署名人としましては、海区漁業調整委員会の互選委員から新

潟県互選の小田委員、それから大臣選任委員から伊藤委員の、このお二方にお願いしたい

と思います。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、議題に入りたいと思いますが、まず議題１の「水産資源の状況について」に

入りたいと思います。

本議題につきましては、独立行政法人水産総合研究センターの日本海区水産研究所の浅

野部長からマガレイ・ハタハタの資源状況、それから北水研の檜山部長からスケトウダラ

資源の状況を、それぞれご説明をお願いしたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○浅野部長

日本海区水産研究所の浅野でございます。

それでは座って説明させていただきたいと思います。

まず、マガレイです。

マガレイの漁業の特徴としましては、日本海の北部域、すなわち青森県の日本海側から

新潟県でマガレイを対象としている主要漁業は底びき網漁業と刺し網漁業であります。

2011年の漁獲量の割合は底びきが50％、刺し網が35％でありました。
県別では新潟県の漁獲量が多くなっております。

次に、漁獲の動向です。２ページ目の上の図に漁獲量の推移の図がございます。

青森県から新潟県、４県の統計値が参照可能な1993年以降の漁獲量を見ますと、最高値
であります1994年の約800トンから1997年の約400トンまで半減しまして、その後2008年ま
ではほぼ300トン台の横ばいで推移しております。

2009年、2010年には約250トンと期間内での最低水準となりましたが、2011年には若干持
ち直しまして317トンとなっております。
資源評価の方法についてですが、基本的には漁獲量の経年変化を中心に見ております。

資源状態でこのページの折れ線の一番上のバツ印ですね、これをごらんください。

これは４県合計の漁獲量となっております。

2011年の漁獲量を見ますと、現在の資源水準は極めて低位になっているということがわ
かります。

最近５年間の漁獲動向から資源の動向は横ばいと判断しております。また、調査船調査

ですね、幼魚を調査する調査船調査ですけれども、この次の頁の真ん中の図ですね。中段

の図にございます。折れ線で１歳魚の分布密度を示しております。

これを見ますと、2012年及び2013年に３歳魚として漁獲加入する2009年級群及び2010年
級群の豊度は比較的低い水準と考えられます。

管理方策です。資源水準は低位で横ばいにあると考えられまして、またこの2012年、2013
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年に漁獲加入する年級群の豊度も比較的低い水準と推定されますので、ＡＢＣは近年の平

均漁獲量から引き下げまして、親魚量を確保する必要があると考えられます。

このような考え方から、2003年のＡＢＣは170トンという値を提案しております。
マガレイについては以上です。

続いてハタハタ、よろしいでしょうか。

○橋本部会長

続いてどうぞ。

○浅野部長

資料の１－２にハタハタについての資源評価の結果がございます。

まず、漁業の特徴です。日本海北部すなわち富山県から青森県に分布するハタハタです

けれども、この北部域では秋田県での漁獲が非常に多いということがあります。そして、

産卵・接岸期を対象とした定置網と刺し網による漁獲割合が大きいです。

また、日本海北部の全域におきまして、小型底びきや沖合底びきによって漁獲されてお

ります。

漁獲の動向です。そのページの一番下の段の左の図をごらんください

総漁獲量の推移を示した図です。

日本海北部のハタハタの漁獲量は、かつて２万トン以上ありましたけれども、1970年代
にたくさんとれた時期から80年代に急激に減少しております。84年にはわずか206トンに減
少しております。

その後87年以降は低い水準で推移しております。
95年ごろから徐々に増加して2003年以降では3,000トンを上回り、2004年には5,400トンを

記録しております。

2011年、最近年ですけれども、前年と同等の約3,400トンで近年では比較的少ない漁獲量
となっております

次に資源評価の方法です。

基本的に漁獲量を主に見ておりますけれども、ただし2003年から漁獲規制がとられてお
ります。ということは、漁獲量は資源量の指標としては多少偏りがあると考えられますの

で、漁獲量に加えて資源量指標値とか、年齢組成、１歳魚の豊度などを総合して資源評価

を行っております。

次に資源状態です。２ページの一番下の段の右の図に1980年以降の漁獲量を示しており
ます。

98年に1,000トン程度でありました漁獲量は、2001年に2,000トン、2003年に3,000トンを
超えておると。2003年以降およそ3,000トンから5,000トンの範囲で推移しておりますので、
資源動向は横ばいと判断しております。

近年は低位水準を脱して中位水準であると判断できます。

管理方策です。2012年を主体として、近年では中程度の豊度であった2009年級群３歳魚
とそれを超える豊度と推定される2010年級群、これは２歳魚が漁獲加入し始めました。さ
らに、来年、2013年には２歳魚として漁獲加入する2011年級群、これは低から中程度の豊
度と推測されておりますが、もとより2003年より漁獲努力量の削減措置がとられておりま
すので、現状の漁獲圧が資源に与える影響は少ないということから、漁獲圧としては、現
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状程度でよいと判断しております。

したがいまして、2013年の漁獲量、ＡＢＣは、2,700トンと提案しております。
以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。引き続き檜山部長からスケトウダラをお願いします。

○檜山部長

スケトウダラの日本海北部系群の評価結果について説明いたします。

お手元の資料の最初のページには生物学的特性や漁業の特徴、漁獲の動向について示し

ております。

１ページ目の一番下の左側の図が漁獲量ということで、近年顕著な減少傾向を示してし

まっているということです。近年はＴＡＣによる管理が行われておりますが、2011年はそ
の中でも過去最低の１万1,000トンの漁獲量でありました。
１枚資料はぐっていただきまして２ページ目です。資源状態と書いております。

図の上側の左の図が資源量とそれから漁獲割合というものを示しております。

資源量は漁獲物の年齢組成ですね、何歳の魚が何匹漁獲されたかというデータと、そし

て調査船で調査いたしました道総研の調査結果、親魚量を計量魚探で毎年評価していると

いう値の経年変動傾向を考慮して資源量を計算しております。

それが黒く塗りつぶした丸が資源量の変化、傾向でございます。

過去に比べますと、近年は顕著に減少してきているということですけれども、ごく最近

年は横ばい傾向が見てとれます。

これは2006年生まれですね。2006年級群の発生量が近年では多かった、加入量が近年で
は多かったということで、2006年級群に支えられて資源量は横ばい傾向となっております。
白い丸は全体の資源量に対してどれぐらいの割合を漁獲したかということでして2000年

代前半まではかなり漁獲割合も高かったのですけれども、ここ４年ぐらい顕著に下がって

きて、とり控えということがここであらわれてきているのだろうと考えております。

スケトウダラの資源の管理回復を考えていく場合には、親の量ですね、親魚量とそれか

ら海洋環境の両方が重要な要素となってきます。親の量については、その図の下側の図を

見ていただきたいと思います。これは横軸が親の量ですね。資源計算から求められる親魚

量を毎年の値に対して、縦軸が２歳魚時点での加入尾数、これも資源計算の結果から出て

くる数字です。それを図に示したものです。

大きく見まして、やはり親がかなり多いと加入量も多いと、大きな傾向が見られます。

そして近年は親魚量が低いところにございまして、2011と書いてあるバッテンですね。50
ぐらいのところにございますけれども、現在は親魚量も低いレベルにとどまっているとい

うことです。

この関係から回復の目標値として、資源評価の中ではＢlimitと呼んでいますけれども、
その目標値を14万トンレベルということに定めて、そこへ向かって回復させるのがよろし
いのではないかということを申し上げております。

もう一方、海洋環境ということがあるんですけれども、それは上の右側の図で、再生産

成功率と軸に書いてございます。これは横軸が年で、過去からの年を、経年的な変化を示

しています。その縦の再生産成功率と申しますのは、資源計算の結果の加入量を親の量で
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割ったものでして、親の重さ当たりどれぐらいの子どもが期待できるかということで、大

まかに言ってしまうと海洋環境と申しますか、初期の生き残り条件がよいときは高いと、

悪いときは低いというふうに見ていただければいいかと思います。

それで見ますと、過去1980年代には、高い年、生き残りのよい年がかなり連続して見ら

れたのですが、近年では2006年だけが突出しているということで、海洋環境としても近年

は不利な状況にあるということがわかります。

そして、この計算は２歳魚時点なのでまだ図にはあらわれておりませんが2012年級群に

ついては、かなりの数が生き残っているだろうと、現時点といいますか、評価時点におい

て2006年級群と同程度の数が見積もれるのではないかというようなことを考えておりま

す。

ですので、2006年に続いて2012年級群も多い可能性があると考えております。

資源の水準動向としましては、資源量の傾向から低位、そして横ばいと判断しておりま

す。

管理方策でございますけれども、近年はＴＡＣ管理が行われておりますけれども、漁獲

量として見ますと、資源が回復するという水準よりも高い漁獲量のレベルが続いていて、

横ばい傾向。さらにもっと長期を考えるのであれば、今の漁獲の強さですね、漁獲圧はや

や強過ぎるのではないかと見積もっております。

それを2013年の漁獲量ということで示したのが、その下の表になりますけれども、最初

にもう１ページはぐっていただいて、数字が並んでいる表の一番下のところを見ていただ

きたいんですけれども、「漁獲圧の維持」と書きまして、右端が１万6,800トン、2013年度

算定漁獲量ということですので、現状の漁獲の強さ、漁獲の努力でとれば、この程度は漁

獲されるぐらい魚は海におります。しかしながら、長期的に見ると、これでは現状維持を

していかないと。長期的に見るとというのは、今の最近の再生産の状況が今後も引き続く

と仮定した場合ということですけれども、そういう仮定を置いてみた場合には、なかなか

長期的に現状を維持するのは難しいのではないかということで、親魚量の現状維持だとど

れくらいかというのが、その一つ上になりまして、8,300トン程度ではないかということ

です。

その上の二重線の上が、ＡＢＣということで提言しておりますけれども、わずかでも親

魚量をふやすということを考えるならば、7,600トンです。それで１ページに戻っていた

だきまして、その回復目標に向かって10年で回復するなら、1,000トン程度しか算出され

ません。20年で回復ということであれば、4,400トン。30年ならば5,700トンということで、

提言しております。これはあくまで再生産とかいろいろな仮定において見た場合にこうな

りますということを申し上げております。

そのほか不確実性を考慮した場合の検討等も行っておりますけれども、ここでは省略さ

せていただきたいと思います。

結論といたしましては、2012年級群が多そうだということは大変喜ばしいことなんです

けれども、これは2006年級群を親まで残そうという皆様のご努力によって、2006年級群が

ある程度親魚として残っていて、そこから生まれたということと、海洋環境が好適、水温

環境で言うならば、比較的水温が低くて稚仔魚がとどまりやすいという環境があったとい
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うことで2012年級が出てきています。

ですから、2012年級についても、大事に親まで育てて資源の回復を図っていきましょう

ということが望まれると考えております。以上です。

○橋本部会長

ありがとうございました。

今、３魚種についての資源状況について、それぞれの水研の部長さんからご報告があり

ましたが、ただいまの説明につきまして、何かご感想でもご意見でも、ご質問でも結構で

すけれども、何かございますでしょうか。

小田委員。

○小田委員

１番のマガレイでございますけれども、先ほど説明にあったように、私たちも横ばい状

態とは思っております。私も現地でそれをとっている一人でございまして、昨年から資源

管理が終わりまして、自主的にやるということで、新潟県の資源を守る会という研究会が

ありまして、それに対して前にも述べたように、この時期になると２日に一遍出たら、も

う３日には必ず休むんだと、そういうことを漁業者で今、取り決めをしています。

それと、ことしからそれが終わったわけでございますけれども、引き続きやっています。

それから、半日で商売やめてくると、こういうようなことで取り組みをして、それから

また目合制限をして、包括的な資源管理を新潟県の海上のほうでやっているところでござ

います。ほかの地区はわかりませんけれども、新潟はそのようにやっていますんで、もし

ほかの地区でそういうあれがあったら、教えていただければいいかと思います。

新潟県の場合はそれであります。

○橋本部会長

小田委員、ありがとうございました。

ほかの委員さんたち、ご質問とか、あるいは今のマガレイのことでも、あるいはハタハ

タ、スケトウのことでも構いませんけれども。

○角田委員

ちょっとハタハタのことについて、お聞きするというか、漁獲のことについてお聞きし

たいんですけれども、ハタハタは秋田県は全国でも有名なところでございまして、秋田県

の内容については私は何もわかりませんけれども、青森県も若干場所によってはハタハタ

がとれる場所がありまして、このハタハタ、大漁することは大変ありがたいことですけれ

ども、ちょっとでもとれると、ハタハタの単価が、値段が暴落してしまって、どうにもな

らないというのが青森県の漁民の苦情でありまして。というのは、よく組合にも漁連にも

聞くと、いやいや、ハタハタを食べるのは東北人に限る、東北人は食べるけれども、関東

や関西の人はハタハタはほとんど食べないんだと、だからちょっとでも多くとれると余っ

てしまって、売り買いはできないような状況になってくると、聞くんです。

全くそのとおりだと思いますけれども、最初は若干、キロ単価は高いんですけれども、

ちょっととれると、木箱で７キロから10キロ入っても400円か500円になってしまって、最

後になってしまうともう、ただでもくれる人ももらいたくもない状況で、山に投げ捨てた

という経緯もありまして、東奥日報に大きく出た経緯がありまして、じゃ、とることは非
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常によいんですけれども、余り安くて買い手もないということについては、やっぱりこれ

はもう少しハタハタの、大変言いにくいことですけれども、やっぱり資源確保ということ

もありまして、漁獲量を若干減らしたほうがいいんではないかと私は、そういうぐあいに

考えておりますけれども、皆さんのご意見をお聞きしたいと思います。

○橋本部会長

ありがとうございました。

確かに私も青森ですからよく知っていますけれども、たしかに東京にいるとハタハタと

いうのは全然、スーパーや何かに行ってもお目にかからないですね。ところが、東北のス

ーパーとか、時期にもよるんでしょうけれども、行くとちゃんと売られていると。そうい

う中でやっぱり多少量がとれると、価格も浜でも下がってしまうと。

やっぱりローカルな魚ほど、そういう点が非常に多いんじゃないかというふうに思うん

ですけれども、ほかの地域の皆さんで、そのハタハタに限った話でなくても構いませんけ

れども、何か情報提供いただくようなこと、あるいは資源の質問で構いませんけれども、

ございますでしょうか。

ちょっと１点だけ私から聞かせていただきたいんですけれども、檜山さん、スケトウダ

ラ2012年級群が2006年級群と同じくらい出てきているんではないかと。その数字というの

は先ほどの資源の評価の数字の中にはもう入っているんですか。

○檜山部長

まだ入っておりません。スケトウダラ日本海の場合は０歳、１歳での漁獲もございませ

んので、２歳魚からのものを資源量というふうに計算します。

○橋本部会長

そうすると、この2013年度のＡＢＣの場合分けはまだその2012年級が入っていない数字

が載っているということですね。

○檜山部長

そうですね。まだ2013年には漁獲対象にはなっていないという意味ではそうです。それ

からＡＢＣを決めるにはかなり長い長期的なものとして、将来どうなるかというのを決め

ていますので、そういう場合には入ってまいります。2012年級が高かったという情報は加

味して現状維持ができるとかどうとかいうことを検討した数字だということになります。

○橋本部会長

ありがとうございました。伊藤さん、どうですか。スケトウダラの今後の見込みとか期

待するところとかですね。

○伊藤委員

今、漁場の形成のほうが北のほうに固まっているような形がいたしまして、私たちとす

れば、漁業者と研究者の認識にギャップがあるという意見が、私というよりも漁業者のほ

うから出ているのが現状でございます。漁業者にはすごくいるというイメージが強い。エ

ビかごにもスケソウが入ってきていたり、別なタラ刺し網の方から、刺し網にスケソウが

刺さってしようがないので、底びき網でとってくれと言われるようなことがあっても、底

びきはＴＡＣもございませんので何もできないような状態というのは、多く耳に入ってき

ております。武蔵堆のほうでもスケソウが多くかかっているという情報は入っております。
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またそのことについて、前回の小樽地区漁業協同組合長会で、全体的に資源がふえてい

るんではないかというような意見があり、研究者とギャップがかなりあるということは事

実です。

○橋本部会長

漁業者の感覚というのは、スケソウの成魚が結構沖にはいると……

○伊藤委員

結局、対象魚種をスケソウにしないところにスケソウが集まっているのがだんだん密集

してきているからだと思うんですけれども、全体的に計量魚探調査を水試さんはずっとや

っていらっしゃいますので、ですからそれが岸に寄ってきたのかなという判断もあります

けれども、そこでもう漁業者はやはり、何でこんなにいるのに制限しなきゃだめなのとい

うような意見がかなり出ているということです。

○橋本部会長

ありがとうございました。どうですか。市山さんのところもスケトウの漁協だし。

○市山委員

伊藤さんも私も北海道で、意見が食い違うのというのは余りよろしくないんですけれど

も、この数字を見ればわかるとおり、漁業者はスケソウがいたと言っても、いればとって

くるし、釣ってくるんですよ。でも、主漁場であった檜山が、ＴＡＣに満たない量になっ

てきたということで。北のほうへ行くと、今までとっていない場所も魚がふえてきたと言

っている。今、伊藤さんの話じゃないけれども、日本海は長いですから、檜山から宗谷ま

でという相当な距離ありますからですね。

檜山さんにぜひ何かの機会でもお聞きしたいなと思っていたんですけれども、この2006

年を一つの分母にしながら、資源を大事にしていきましょうと、生き残りをさせて産卵を

させようという考え方で、浜も一生懸命来たんですけれども、この2011年、2012年の生ま

れが相当量ふえたという話で、大変将来には希望を持ったんです。でも、檜山が産卵場所

であったという、そのことが、浜とすれば本当にふえたという実感がわかないんですよね。

ただ、調査船で索餌回遊する稚魚をやはりとってデータを出すもんですから、それは確か

にふえている。

そこで、魚だって、魚が好きなところがあるのかどうか私はわかりませんけれども、産

卵場所が幾らか北上しているんではないかとか、そういうことをやはり研究機関が幾らか

でも発表してくれないと、漁業者はなかなかそれについていかないんです。そこがギャッ

プあるという一つの問題なので、この辺は研究機関としてどのように思っていますか。

○橋本部会長

檜山地区のほうから檜山部長に難しい質問が。何か。

○檜山部長

少し、ちょっと広い範囲の話をさせてください。

一つは漁業者さんの現場感覚というのは非常に我々も重視しているところですので、今

後ともお話をよく伺って情報を収集して、現場に根差したといいますか現場に即した資源

評価を行ってまいりたいと思います。

それで、感覚の違いというのはいろいろな意味があるので、ここではちょっと詳しくは
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踏み込みませんけれども、一つはそういう違いがあるというのは受けとめるとして、こち

らからのお話としては、一つ、今ご指摘があったように、魚の分布が変わってくると、い

ろいろに見えてしまうということはやはりあるだろうと思います。そして、魚がもっと資

源の水準が高くなれば、多少分布が変わってもどこでもいますよというか、とれますよと

いう状況になってくることは期待されるのではないか。だから今は、やはりちょっと分布

が変わってしまうと、こっちではよくとれて魚がいっぱいいるよとなるけれど、ちょっと

こっちの南のほうでは、とれなかった残念というのが出てきているのかなというふうに思

っています。

そして、それは漁業者さんの感覚だけではなくて、調査結果からも去年の結果はおとと

しに比べて北のほうの分布量が多いとか、南で少なかったというのも出ておりますので、

それは道総研の結果としても鋭意ご説明するようにはしてるとは思いますけれども、ご指

摘を受けて、なお一層わかりやすい説明を心がけてまいりたいと思っております。

そして最後に、魚の量とそこから生まれる子どもの関係は、どうしてもやはり、近年海

洋環境が、何年かの間隔で見ると、やはりよくない、不利なんですね。たまに2006年とか

2012年とか、いい環境の年が出てくるということで基本的に再生産に不利なので、相当や

はり魚の親の量を残しておかないと、持続的にとれる漁獲量というのは少ないということ

なので、魚がいっぱいいるのにとり控えなければいけないという感覚になるというのは、

むしろ感覚的には、合っていると申し上げると、ちょっと語弊があるかもしれませんけれ

ども、こちらとしても魚が全然いないと申し上げているんではなくて、先ほど申し上げた

ように今の力、去年と同じようにとっても１万6,800トンはとれますよということを申し

上げているので、決して魚が全然いませんということを申し上げているのではないという

ことです。すみません。

○市山委員

なぜ私、これを聞いたかというと、私も疑問に思っているんですよ。でも漁師同士で仲

間割れはしたくないのさ。底びきと沿岸と、いつも対立ムードでいくのは、どうかと思う

んです。どっちだって漁師ですから、これで飯を食っていくからね。

片や、資源はいっぱいあるからもっととらせろと。片や資源がとりたくてもないと言っ

ている。このギャップというのは何ですか。やはり、徐々に、あまり古い話をしたくない

んですけれども、1960年というから今から50年以上前の話なんだけれども、檜山だって、

あの檜山の海域にスケソウが１匹もいなくなって、スケソウ、もう全部やめたことがある

んですよ。それは、やはり海洋環境なのか、魚が勝手に移動したのかわからないけれども、

利尻の方へ行って７年も商売したという経緯があるものですから、そういう前例があるも

のですから。

どこで産卵しても日本海で分布して多くなれば、最後はどこかへ回るから、それはいい

ことなんだけれども、片方で魚がいると、うんととりましょうと。片方は準備していると

いうそういうアンバランスが、将来に対していいものか悪いものか、やはり両者お互いに

我慢しながら、親を残して広域的に最後とれる魚にしてほしいなと。

そのためにはやはり研究機関の人方の助言というかそういう成果というか、そういうも

のを沖合の人にも沿岸の人にも植えつけていかないと、魚を見れば、みんなばかになって
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しまうから、そういうことにならないようにするために私、今、聞いているんですよ。

ですから、うちの漁師は、檜山の漁師は組合長の言っていることはどうも逆なでしてい

ると言っているんだけれども、魚って、ここで生まれたらそのまま親になればいいんだけ

れども、やはり檜山の海というのは大陸棚が200メートルの等深線が3,000メートルのとこ

ろに３カ所も４カ所もあるんです。断崖絶壁のようなところですから、索餌回遊する場所

がないんです。ところが北へ行くと、武蔵堆というところがあるから、索餌回遊する。そ

れを両者でとるものだから、やっぱり広域的な魚としてみんなで、おればかり漁をすると

いうことでなく、大事に資源をとっていかないと将来親を残すことにならないので、これ

からも底びきの人方と沿岸の人方と調整をとりながら、上手にやっていく。

そのために研究機関の皆さんもぜひ、何といったって、私たちはそういう調査できない

ですから、ぜひ助言が、何より公平に聞けるので、よろしく今後もお願いします。

○橋本部会長

ありがとうございました。私がとりまとめるまでもなく、委員のほうから本資源に対す

る今後の漁業者、いろいろな、底びきと刺し網の間のお話、それらの漁業者が理解を得て、

今後の資源管理を進めていく上での研究者のサジェッション。非常にこの地域のこの魚種

に関しては必要なことだと思います。

時間のほうもございますので、資源状況についてはそのくらいでよろしいでしょうか。

ありがとうございました。また後で資源管理以降のときに何か思いついた点がございま

したら、よろしくお願いしたいと思います。

次に議題の２番に入らせていただきます。議題２は「広域資源管理の取組状況について」

でございます。このマガレイ、ハタハタ、スケトウダラの３魚種については、過去の資源

回復計画の下で資源管理措置を行っていた時代から、現在の資源管理指針、計画体制の下

での取り組みに移行しております。

その取組状況について、事務局から説明を受けたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。

なお、この資源管理の取組状況についてのご意見、ご質問については、３つの魚種すべ

ての説明が終わりましたところでお受けしたいと思いますので、事務局は３つの魚種につ

いて、続けて説明をよろしくお願いいたします。

まず新潟漁調から説明をお願いします。

○事務局（佐藤）

それでは、新潟漁業調整事務所の佐藤から、日本海北部マガレイ、ハタハタの資源管理

の取組状況について、座って説明させていただきます。

まず、資料２をごらんください。

１ページ目の１、資源の現状について、これは先ほど日本海区水産研究所の部長からご

説明がありましたので、省略させていただきます。

２、関係漁業種類について、これは各県の資源管理指針や資源管理計画からマガレイと

ハタハタを対象としている漁業を取り上げました。

３、資源管理の方向性についてですが、新たな資源管理指針に基づく資源管理計画にお

いて引き続き当該魚種の資源管理を推進していくこととしております。
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４、資源管理措置（自主的措置）についてですが、次のページをめくっていただきたい

と思います。

左上に別紙１と記されておりますが、これについては平成24年度に取り組んでいる自主

的措置について県別、漁業種類別に分けて、さらにその措置が資源回復計画以前から取り

組んでいるものか、資源回復計画で取り組んだものか、また新たに資源管理計画で加えた

ものかというような整理をし、記載をしております。

まず青森県の資源管理措置について、説明していきたいと思います。

回復計画の前から実施している措置として、沖底の漁獲努力規制、水域規制、刺網の３

枚網の禁止等の漁具規制。回復計画として実施されたものとして、底建・定置網における

全長15センチ未満の小型魚の再放流。そして新たに資源管理計画で追加した定置・沖底・

底建網の休漁日の設定があります。

次に、秋田県の資源管理措置についてですが、回復計画前から実施している全漁業種類

における全長15センチ以下の採捕禁止。回復計画として実施した、沖底・小底・刺網にお

ける保護区の設定。そして新たに資源管理計画で追加した沖底、小底での休漁日の設定で

す。

山形県の資源管理措置については、回復計画前から実施していた沖底・小底・刺網での

全長17センチ以下の小型魚の保護。小底・刺網の網目制限及び休漁日の設定。回復計画と

して実施した沖底・小底・刺網での保護区の設定と刺網の休漁日数の増加。そして新たに

資源管理措置で追加した沖底の休漁日の設定。小底・刺網においては更に休漁日数の増加

をしております。

新潟県の資源管理措置については、回復計画前から実施していた全漁業種類における全

長13センチ未満の出荷禁止と保護区の設定。小底・板びきでの網目制限及び休漁日の設定。

五智網の網目制限、刺網・一本釣り・はえ縄・定置の休漁日の設定。そして、新たに資源

管理計画で追加した底びきの休漁日設定があります。この表からでは分らないのですが、

これまで板びきの休漁日を９月１日から15日の間と設定しておりましたが、水揚げ平準化

のためにこの15日間の休漁日を９月から10月の間に地区ごとに任意に設定されることにな

りました。

ページをおめくりください。

次は、ハタハタの資源管理措置についてですが、また青森県から紹介していきたいと思

います。

青森県では回復計画前から沖底において全長15センチ未満魚の採捕禁止及び再放流を実

施しております。また、新たに資源管理計画で追加した定置・底建の休漁日の設定があり

ます。

秋田県については、回復計画前から実施している種苗生産と放流。沖底・刺網の漁具規

制。沖底・小底・定置・刺網の漁獲量規制及び全漁業種類における全長15センチ未満魚の

採捕禁止及び再放流。沿岸漁業においては水域制限。そして、新たに資源管理計画で追加

した沖底・小底の休漁日設定があります。

山形県については、回復計画前から実施している沖底・小底での網目制限、全長15セン

チ未満魚の採捕禁止及び再放流。回復計画として実施した沖底・小底の漁具の改良。そし
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て、新たに資源管理計画で追加した小底の休漁日設定があります。

最後に新潟県ですが、回復計画前から実施している沖底・小底での全長15センチ未満魚

の採捕禁止及び再放流。回復計画での取り組みではないのですが、底びきにおいて、平成

23年11月から地区毎にそれぞれ期間を設けて漁獲数量規制を行っております。そして、新

たに資源管理計画で追加した底びきの休漁日設定があります。

また最初のページにお戻りください。

５、関係者による連携を図るための体制ですが、国、関係道県の行政・試験研究機関、水

産総合研究センターから構成される日本海北部海域における広域資源管理検討会議を新た

に設置いたしました。これについては最後のページ、別紙２をご覧ください。このように

会議設置要領を設定しております。この会議では日本海北部海域における資源管理の取組

状況や地域の特殊性等についての情報や問題認識を共有し、資源管理を推進するために必

要な事項の検討を行います。

以上が議題（２）の日本海北部マガレイ・ハタハタの広域資源管理取組状況でございま

す。

○橋本部会長

ありがとうございました。新潟漁調からまずマガレイとハタハタの広域資源管理の取組

状況の説明がございました。

続きまして、北海道漁調からスケトウダラの日本海北部系群の資源管理取組状況の説明

をお願いいたします。

○事務局（伊藤）

では、北海道漁業調整事務所資源課の伊藤と申します。よろしくお願いいたします。

スケトウダラ日本海北部系群の資源管理の状況につきまして、座ったままご説明させて

いただきます。失礼いたします。

資料３－１をごらんください。スケトウダラ日本海北部系群の広域資源管理は、回復計

画下で取り組まれていました資源管理措置も含めまして、資源管理指針、資源管理計画の

体制移行後の現在の取組状況等を整理したものでございます。

スケトウダラ日本海北部系群資源回復計画には、北海道及び本州・日本海北部の関係漁

業が参加しておりましたが、本州の日本海北部漁業につきまして、回復計画下におきまし

ても現状の操業を維持し、漁獲努力量が高まるような操業は行わないよう努めるとされ、

現状でもその取り組みは継続されているということです。

また本系群の利用の大半は、北海道の漁業によるものですので、この資料は北海道にお

ける状況ということで、整理させていただいております。

では１ページ目の１、資源及び漁獲の状況から順に見てまいります。

日本海北部に分布するスケトウダラ日本海北部系群は2006年級群のよい加入があったも

のの、その後の加入が悪く、2012年級群の発生はよいもようでありますが、資源水準は依

然として低位であり、動向は横ばいと判断されております。

主に沖合底びき網漁業及びはえ縄・刺し網漁業により漁獲されており、2011年漁期の漁

獲量は約１万1,000トンとなっております。

２、関係漁業種類は、沖合底びき網漁業、すけとうだら固定式刺し網漁業、すけようだ
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らはえ縄漁業となっております。

３、資源管理目標。スケトウダラ日本海北部系群につきましては、近年の海洋環境が資

源の増大に好適な状況にあるとは認められない。このため、資源水準の低下が顕著となっ

ている本系群につきましては、資源の減少に歯どめをかけることを目指して管理を行うと

しております。

なお、この項目及び１番の資源及び漁獲の状況につきましては、我が国の資源管理指針

におけるスケトウダラ日本海北部系群の関連部分に準じた表現で記載しております。

４、関係者による連携を図るための体制。北海道の漁業におきましては10月30日に下の

図の左側にある、すけとうだら日本海北部系群資源管理漁業者協議会を設置いたしまして、

資源管理の取組状況や資源状況の報告、課題等を関係者間で共有することにより、各地区

ごとに設置されている資源管理推進委員会等による資源管理措置の確実な実施を図ってい

くこととしております。

資料をめくっていただきまして、５番になります。５番の資源管理措置につきましては、

（１）（２）（３）の順番になっておりまして、（１）が資源回復計画以前から実施してい

た措置。次のページに資源回復計画から実施した措置。（３）に資源回復計画終了後に実

施した措置として、内容と平成24年度の現在の実施状況を整理しております。

２ページ目の（１）からまいります。

資源回復計画以前から実施していた措置といたしましては、左側の措置の欄にあります

①小型魚への規制、②漁獲努力量規制、水域規制があります。平成24年度におきましても、

沖合底びき網漁業では内容の欄にあるような規制がかかるような漁獲状況は発生しており

ません。

また沿岸漁業につきましては、現在、漁期が開始したばかりの時期になっておりまして、

措置に取り組んでいるところでございます。

次のページ、３ページ目に移りまして、（２）資源回復計画から実施した措置につきま

しては、①沖合底びき網漁業の部分は漁獲努力量の削減、小型魚の保護、②沿岸漁業によ

る部分は産卵親魚の保護がございます。

①沖合底びき網漁業の取り組み内容のうち、スケトウダラを目的とした操業隻日数の削

減につきましては、平成24年４月１日から10月末までの操業隻日数は188隻日となってお

りまして、基準となる２割削減した場合の隻日数上限の475隻日を下回っております。

またこのうち小樽地区分の操業隻日数は91隻日となっており、強度資源管理の上限値で

ある154隻日を下回っております。小型魚の割合が一定量を超えた場合などの操業自粛に

つきましては、平成24年４月１日から10月末までの間、１揚網当たり小型魚の漁獲量が総

漁獲量の20％を超える操業はありませんでした。

②沿岸漁業の取り組みのうち、はえ縄漁業におきましては、産卵親魚保護のため、引き

続き禁漁区を設定するほか、水子出現状況を見ながら操業を早期切り上げる。体長36セン

チ以下の未成魚が混獲された場合は、漁場を移動する。

その他の取り組みといたしまして、底建網等の「その他漁業」にあっては資源管理協定

に準じた措置の指導や北海道庁による若干量の提示等、すけとうだら固定式刺し網漁業に

おきましては、操業期間の短縮等を行うとしておりました。
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平成24年度の実施状況といたしましては、また現在漁期開始時期でございますので、措

置に取り組んでいるところでございます。

（３）資源回復計画終了後に実施した措置といたしましては、漁獲努力量削減のため、

沿岸漁業が強度資源管理タイプによる操業日数の15％削減の取り組みを開始しており、現

在、措置に取り組んでいるところでございます。

まためくっていただきまして、資料３－２につきましては、先ほど資料３－１の４、関

係者による連携を図るための体制の部分で触れました、すけとうだら日本海北部系群資源

管理漁業者協議会の設置についての関係者申し合わせの文面でございます。

資源回復計画の終了に伴う資源回復計画時代の漁業者協議会が終了するときに、沿岸漁

業者、沖合底びき網漁業者、双方の漁業者代表から資源回復計画終了後も沿岸漁業と沖合

底びき網漁業が意見交換などを行う場が必要との声が上がりまして、平成24年10月30日に

第１回協議会が開催され、設置されたものです。

資源回復計画時代の漁業者協議会は、回復計画の措置を決定するための意思決定機関と

して位置づけられておりましたが、新しい漁業者協議会は現時点では情報交換会的な意味

合いが強く、資源管理計画の見直しのための検討材料の提供等を行うことをその機能とし

ております。

以上でございます。

○橋本部会長

ありがとうございました。

マガレイとハタハタ、スケトウダラに対する資源管理の取組状況について、報告がござ

いました。この３魚種につきましてはいずれも低位な資源であるということから、過去の

資源回復計画時代に行われていた取り組みにさらに加えまして、マガレイ、ハタハタにつ

いては、休漁日の実施であるとか、あるいはスケトウダラにつきましては、漁獲努力量の

削減措置であるとか、そういった管理措置がとられているというご紹介でございました。

本件につきまして、何かご質問とかご意見ございますでしょうか。

○森脇委員

漁業者代表の森脇といいます。先ほどハタハタの資源回復措置としまして、15センチ未

満の採捕禁止及び再放流ということになっておりますが、私どもはまき網漁業なので、業

種が違うのでわかりませんが、多分、かけ回しで漁獲されていると思うんですね。それが、

再放流ということはハタハタというのは弱い魚なので、本当に生きて帰れるのかなと思っ

てお聞きしたいんですが。

○橋本部会長

これはどなたにしますか。ハタハタは底びき。底びきのハタハタです。どなたかご紹介

願えますでしょうか。

○小田委員

私は底びきやっていますけれども、これ再放流はできないわけだから、ああいう機会に。

やっぱり目合いを大きくして拡大してやらねばだめなんで、ほとんどは放流というのは拡

大、網の拡大をしていますが。みんな死んでるわね、本当に。

○橋本部会長
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要するに、基本的には網で船上に漁獲すると、ほとんど死んでいるのが多いでしょうか

ら、その網の目の拡大で、そもそも漁獲の網に入らないで逃がしている。それを再放流と

言うのかどうか、非常に疑問があるところですけれども。

○小田委員

そういう意味です。

○森脇委員

それとこのハタハタについてですが、実は私ども山陰のほうでもハタハタとれるんです

ね。これはちょっと系群が違いまして、韓国とかそっちのほうの系群だと思うんですが、

かけ回しでハタハタを漁獲しております。今、魚価の件が出ましたが、鳥取県のＪＦがい

ろいろ名前をつけたりして、ハタボウだったりとか、それから大きい魚、ちょっと規格は

覚えませんが、大きいハタにつきましては、脂の乗りとサイズでトロハタとかいう名前を

つけまして、これで差別化を図りながら魚価を上げていこうというふうな取り組みもなさ

れているようです。これは情報までです。

○橋本部会長

ありがとうございました。

ほかにこの資源管理の対応状況についてご意見、ご質問等、情報提供でも構いませんけ

れども、ございませんでしょうか。

○小田委員

ハタハタのことについて、本当にそっちのほうから新潟県のほうまで来ています。その

大きなとろけるようなハタハタがね来ているから、やはり青森でもこっちでも小さいもの

だから、暴落して値段が安いんだ。そういうことです。

それと、スケソウのことで報告がありましたが。確かに新潟県も佐渡島もあるし、粟島

もある。そういうところでスケトウダラも昔は非常にとれたんでね。それと関係あるのが、

ホッケですね。ホッケもとれたのが、最近はもうほとんどいない。スケトウダラももうほ

とんどないという状況であるらしい。佐渡の網に少しかかるぐらいです。

その割に、マダラが近年大漁なんですよ。だから、どういう関係なのか。マダラが粟島

付近のどこでも、佐渡付近でも揚がるんだけれどもスケソウは来ない。ホッケもいないん

だと。なぜマダラだけが来ているのか。

マダラはちょうど時化る１月に新潟県ではとれますけれども、スケトウダラとホッケと

いなくなっているのに、何でマダラがふえているのか、来るのかという、そういうことが

私たち漁師の間でも、何でこういうことになっているんだろうという点に疑問があるんで、

そこらのところをよく調べて、情報があったら聞かせていただきたいと、そう思っていま

す。

○橋本部会長

ありがとうございます。何か日水研でそういったスケソウ、ホッケは少ないけれど、マ

ダラが日本海で増えている原因について情報がありましたら。

当部会では資源回復計画時代は陸奥湾産卵群のマダラの話はしておりましたけれども、

それ以外の系群だと思いますので、何か情報がありましたら。

○浅野部長
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情報はないんですけれども、寒流系の魚の魚種交代といいますか、とれなくなったりと

れてきたりというのは非常に興味深い現象だと思いますので、今後、研究を深めていきた

いと思います。

韓国なんかでも何かマダラがふえていて、何か盛んに標識放流とかやっているんですよ

ね。

○橋本部会長

では韓国系のマダラなのでしょうか。

○浅野部長

いや、それは全くわかりませんけれども、こちらもそのような標識放流あるいは調査船

調査、そのようなことをやっていきたいと思っております。

○橋本部会長

ありがとうございました。

そういう話題につきましては、漁業者からも、もしそういう情報に接したら、水研のほ

うにご連絡願うとか、そういう集まって検討するような場もできてきているようですので、

そういった場で発表していただくとか。そういうことを今後も情報交換をお互いに続けて

いってもらいたいというふうに思います。

ありがとうございました。

それでは３魚種についての資源管理についてはよろしいでしょうか。

はい、ありがとうございます。議題の２つ目まで終わりましたが、それでは次に議題の

３として、「広域資源管理の検討状況について」ということに移りたいと思います。

マガレイ、ハタハタ、スケトウダラのほかに、この日本海北部会で扱う広域資源の魚種

について検討を行っているということでございますので、事務局から説明をお願いしたい

と思います。

新潟漁調さん。

○事務局（佐藤）

それでは再び佐藤から検討状況についてご説明したいと思います。

先ほども触れました広域資源管理検討会議ですが、これを11月７日に開催しまして、関

係県の行政研究担当者と検討を行いました。

この検討会議では基本的に、道県及び漁業者から広域資源管理の要望のあった魚種につ

いて検討を行うことにしておりますが、第１回目となった今月７日の会議では、北海道か

ら富山県の資源管理指針に記載されている魚種、あるいは指針に記載の漁業種類別取り組

みに挙げられている魚種について、資源の生態的な特性、漁獲量、各県での重要性、資源

状況、資源管理の取組状況、種苗放流の状況、さらに広域資源管理を行う上での問題点な

どについて、情報交換を行いました。

今後はさらにこの情報交換を進めて、関係道県とどういう方向で広域資源管理を進めて

いくかを検討していきたいと考えておりますので、当事務所としては引き続き検討の場を

設定し、関係者間の検討が円滑に進められるよう積極的に助言指導を実施していきたいと

思っています。

以上、簡単ではございますが、広域資源管理の検討状況を説明させていただきました。
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○橋本部会長

ありがとうございました。資源管理計画自体から継続して本部会の対象となっている先

ほどの３魚種以外で、関係県の資源管理指針に位置づけられているような魚種等について

の広域資源管理の必要性、そういったものの検討を今、開始しているということでござい

ました。

もしかすると、そういったものの中で、本部会の対象に上がってくる、検討の必要が出

てくるものというのが、今後出てくるかもしれないということだと思います。

今の説明につきまして、何かご意見とかご要望とかご質問とか、ございますでしょうか。

あるいは、こういう魚種もこういった部会で対象にしたらどうかと、そういったものを

含めて、今検討の材料になっているんだと思います。何かございますでしょうか。

先ほど出たようなマダラ、どこ系群だかわかりませんけれども、マダラみたいな話もご

ざいますしですね。そういった関係県と必要性だとか、生態的な特性も含めて重要性とか、

そういったものの中から本部会で取り上げるべきだということに検討の状況でなれば、ま

たこの部会で取り上げて情報提供していくようなことになるんではないかというふうに思

います。

何かご質問でも結構ですけれども、ございますでしょうか。

よろしいですか。きょう、清野委員は静かですけれど、特段ございませんでしたか。

○清野委員

何かちょっと風邪をひいて。

○橋本部会長

すみません。特段ご意見ないようでございましたら、では議題の３番はこのぐらいにい

たしまして、議題の最後の議題４「その他」というものに移りたいと思いますが、事務局

のほうで何かございますでしょうか。

○事務局（佐藤）

次回の日程についてですが、事務局としては来年11月ごろの開催を予定しております。

しかしながら、日程については部会長ともご相談した上で、各委員さんにまたご予定をお

諮りいたしますので、よろしくお願いいたします。

○橋本部会長

ありがとうございます。日本海北部会としては、年度末のほうはパスして、また来年も

今のこの時期と同じ時期に開催という予定だそうでございます。

ほかに何かこの機会に何かお伝えしたいこととかございますでしょうか。

よろしいですか。それではないようでございますので、本日の日本海北部会はこれで閉

会をいたしたいと思います。

委員各位あるいはご臨席の皆様におかれましては、長時間にわたりまして、貴重なご意

見等をいただきまして、まことにありがとうございます。

最後に先ほどお願いいたしました本部会の議事録の署名人として指名をさせていただき

ました新潟県の小田委員、それから大臣選任委員の伊藤委員、このお二方におかれまして

は、後日事務局から当部会の議事録が送られますので、署名をよろしくお願いいたします。

それでは長時間まことにありがとうございました。



- 21 -

これをもちまして、日本海九州西広域漁業調整委員会第20回日本海北部会を閉会したい

と思います。どうも長時間ありがとうございました。

また明日の委員会もよろしくお願いいたします。

閉 会




